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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 13,196 63.5 1,290 ― 1,288 ― 707 ―

22年3月期第2四半期 8,072 △56.8 △463 ― △359 ― △223 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 55.11 ―

22年3月期第2四半期 △17.38 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 20,365 11,748 57.7 915.05
22年3月期 20,105 11,158 55.5 869.11

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  11,748百万円 22年3月期  11,158百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 37.00 37.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 26,730 37.2 2,060 ― 2,110 ― 1,200 ― 93.46



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取
引法に基づく四半期報告書のレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 12,840,000株 22年3月期  12,840,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  642株 22年3月期  592株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 12,839,400株 22年3月期2Q  12,839,408株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

① 業績結果 

当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、世界的金融危機により低迷していた景気からの回復局面

のなか、前連結会計年度から続いていた回復傾向に当第２四半期以降やや鈍化が見られたものの、概ね堅調に推移

しました。また、利益面は、売上高の回復と経費削減への取り組みにより、営業利益および経常利益いずれも前年

同累計期間比で大きく改善しました。 

なお、当社は、商品の評価方法を、第１四半期連結会計期間より後入先出法から総平均法に変更しております。

この変更により、営業利益および経常利益がそれぞれ3億9千4百万円の増加となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高131億9千6百万円（前年同累計期間比63.5％増）、営

業利益は12億9千万円（前年同累計期間は営業損失4億6千3百万円）、経常利益12億8千8百万円（前年同累計期間は

経常損失3億5千9百万円）、四半期純利益は7億7百万円（前年同累計期間は四半期純損失2億2千3百万円）となりま

した。 

  

② 当社を取り巻く環境と施策 

当社グループ業績に影響度の高い半導体製造装置業界および液晶製造装置業界、工作機械業界、事務機器業界、

自動車関連業界は、前連結会計年度から引き続き生産に回復の動きが見られ、当連結会計年度に入り、低迷してい

た設備投資にも緩やかではありますが回復の兆しが見え始めました。また、世界的な需要回復により設備投資に大

幅な回復が見られた半導体関連業界は、当第２四半期連結会計期間後半に一部で調整局面に入る兆しが見られたも

のの、前連結会計年度から引き続き当第２四半期連結会計期間も好調に推移しました。 

一方、非鉄金属の市況は、アルミ地金がトン当たり期初の24万3千円から９月は22万3千円に、銅地金はトン当た

り期初の73万円から９月は70万円と共に下落傾向にありますが、ステンレス鋼板はトン当たり期初の30万円から９

月は36万円となりました。 

このような状況の下で当社グループは、無駄の排除とあらゆる業務の効率化、簡素化などによる経費削減の実施

によりコスト競争力の強化を図ると共に、引き合いに対するフォローを徹底する等の営業強化による受注率の向上

を図り、業績の回復に努めて参りました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、203億6千5百万円と、対前連結会計年度末比で1.3％、2億5千9百万円

増加しました。 

流動資産は、140億6千2百万円と、対前連結会計年度末比で4.4％、5億9千2百万円増加しました。主な増加要因

は、売上高の増加に伴う受取手形及び売掛金の増加8億8千5百万円です。 

固定資産は、63億2百万円と、対前連結会計年度末比で△5.0％、3億3千2百万円減少しました。主な減少要因は、

減価償却費の計上により有形固定資産が2億3千4百万円減少したことです。 

負債合計は、86億1千6百万円と、対前連結会計年度末比で△3.7％、3億2千9百万円減少しました。 

主な増加要因は、仕入高の増加に伴う支払手形及び買掛金の増加が6億6千2百万円、未払法人税等の増加が5億1千

9百万円で、主な減少要因は借入金返済による短期借入金の減少が15億3千万円です。 

純資産は、117億4千8百万円と、対前連結会計年度末比で5.3％、5億8千9百万円増加しました。主な増加要因は、

四半期純利益の計上により、利益剰余金が6億4千3百万円増加したことです。 

また、１株当たり純資産は、915円05銭と前連結会計年度末比で45円94銭増加しました。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の55.5%から57.7%となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、営業活動による資

金の純増14億1千1百万円、投資活動による資金の純減6千9百万円、財務活動による資金の純減16億7百万円等により

前連結会計年度末に比べ2億6千7百万円減少し、31億4千8百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは14億1千1百万円の純増（前年同期は5億5千6百万円の純増）となりまし

た。 

主な要因は、税金等調整前四半期純利益12億1千6百万円、減価償却費2億7千7百万円、仕入債務の増加額6億6千

7百万円と、売上債権の増加による減少8億9千2百万円です。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、6千9百万円の純減（前年同期は6千7百万円の純減）となりました。 

主な内容は、有形固定資産の取得による支出2千3百万円です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、16億7百万円の純減（前年同期は1億4千1百万円の純減）となりまし

た。 

主な内容は、短期借入金の返済による支出15億4千3百万円です。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年８月６日に公表した業績予想から変更はございませ

ん。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 税金費用は、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該

見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する

方法により計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成20年９月 

26日）を適用し、商品の評価方法を後入先出法から総平均法に変更しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

は、それぞれ3億9千4百万円増加しております。 

②資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31 

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は1百万円増加、税金等調整前四半期純利益

は2千7百万円減少しております。  

③表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）を

適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。  

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,148,519 3,416,463

受取手形及び売掛金 7,589,437 6,704,211

商品及び製品 3,151,558 3,153,944

原材料及び貯蔵品 15,332 20,797

繰延税金資産 58,259 59,091

その他 109,741 136,126

貸倒引当金 △10,267 △20,160

流動資産合計 14,062,580 13,470,474

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,608,506 6,611,228

減価償却累計額 △4,286,777 △4,174,263

建物及び構築物（純額） 2,321,729 2,436,964

機械装置及び運搬具 2,525,347 2,515,292

減価償却累計額 △1,368,524 △1,252,728

機械装置及び運搬具（純額） 1,156,823 1,262,564

土地 1,856,423 1,856,423

建設仮勘定 1,635 1,525

その他 511,023 511,822

減価償却累計額 △443,503 △431,055

その他（純額） 67,519 80,767

有形固定資産合計 5,404,131 5,638,245

無形固定資産 177,505 202,925

投資その他の資産   

投資有価証券 444,142 554,437

繰延税金資産 56,625 33,071

その他 220,245 206,154

投資その他の資産合計 721,013 793,662

固定資産合計 6,302,650 6,634,833

資産合計 20,365,231 20,105,308



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,462,970 6,800,681

短期借入金 － 1,530,275

未払法人税等 519,493 －

役員賞与引当金 22,491 8,125

未払費用 413,430 393,467

その他 124,679 79,493

流動負債合計 8,543,065 8,812,042

固定負債   

退職給付引当金 1,833 22,563

役員退職慰労引当金 － 82,027

その他 71,644 29,815

固定負債合計 73,477 134,405

負債合計 8,616,543 8,946,448

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 621,397 621,397

利益剰余金 10,079,314 9,435,953

自己株式 △756 △713

株主資本合計 11,699,955 11,056,637

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 92,356 128,133

為替換算調整勘定 △43,623 △25,910

評価・換算差額等合計 48,733 102,222

純資産合計 11,748,688 11,158,860

負債純資産合計 20,365,231 20,105,308



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 8,072,033 13,196,203

売上原価 6,960,925 10,275,572

売上総利益 1,111,108 2,920,630

販売費及び一般管理費 1,574,178 1,629,933

営業利益又は営業損失（△） △463,069 1,290,697

営業外収益   

受取利息 388 369

受取配当金 6,954 6,711

不動産賃貸料 36,571 30,600

為替差益 78,692 －

その他 7,783 4,328

営業外収益合計 130,389 42,009

営業外費用   

支払利息 13,424 4,091

不動産賃貸費用 6,555 6,594

支払手数料 2,306 1,618

為替差損 － 30,315

その他 4,829 1,949

営業外費用合計 27,115 44,569

経常利益又は経常損失（△） △359,795 1,288,137

特別利益   

役員賞与引当金戻入額 － 8,125

特別利益合計 － 8,125

特別損失   

投資有価証券評価損 － 51,565

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28,623

特別損失合計 － 80,188

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△359,795 1,216,073

法人税等 △136,709 508,515

少数株主損益調整前四半期純利益 － 707,558

四半期純利益又は四半期純損失（△） △223,086 707,558



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△359,795 1,216,073

減価償却費 357,181 277,786

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,314 △9,892

賞与引当金の増減額（△は減少） △79,628 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,411 14,366

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,360 △20,730

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,002 △82,027

受取利息及び受取配当金 △7,342 △7,080

支払利息 13,424 4,091

投資有価証券評価損益（△は益） － 51,565

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28,623

売上債権の増減額（△は増加） 946,026 △892,572

たな卸資産の増減額（△は増加） 526,975 △3,290

仕入債務の増減額（△は減少） △987,289 667,269

その他 47,558 90,201

小計 433,657 1,334,384

利息及び配当金の受取額 7,342 7,080

利息の支払額 △11,238 △4,128

法人税等の支払額 △10,043 △8,603

法人税等の還付額 137,160 83,209

営業活動によるキャッシュ・フロー 556,878 1,411,942

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △66,869 △23,044

有形固定資産の売却による収入 3,356 －

無形固定資産の取得による支出 △20,266 △2,802

投資有価証券の取得による支出 △777 △600

その他の支出 △1,533 △47,257

その他の収入 18,225 4,456

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,864 △69,248

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △1,543,463

自己株式の取得による支出 － △43

配当金の支払額 △141,874 △64,469

財務活動によるキャッシュ・フロー △141,874 △1,607,976

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,636 △2,662

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 330,502 △267,943

現金及び現金同等物の期首残高 3,105,211 3,416,463

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,435,714 3,148,519



 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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